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978-4-561-22642-0 C3034 四六判縦組 290p 1500円＋税（予価） 
９月末 

配本予定 

初ご案内 

人は、生きている限り、絶え間ない選択から逃がれることはできません。 
しかし、選択にまつわる論理や心理をよく理解すると、これまで、いかに見当
違いの無駄な努力を払ってきたか、あるいはすぐにでもできたはずの努力が足
りなかったかが分かり、より楽に幸せに生きることができるでしょう。 
 
本書で、意思決定論の研究者でもある著者が、自らの体験や歴史上のエ
ピソードも盛り込みながら、選択にまつわるさまざまな心理も踏まえ、その普遍
的な論理を語ります。 
 
２０１０年に主婦の友社から刊行され、品切重版未定となっていた『選択力』
（978-4-07-267200-6）を復刊しました！ 

意思決定論 
小山和伸（神奈川大学教授）著 

何かを選ぶ時の論理と心理を分かりやすく解説 

［ビジネススキル］ 

昼食のメニューを決める時から結婚相手を選ぶ時まで、
よりよい選択をするために！ 

平積推奨 

選択のメカニズム 

読者の皆さんへ 
そもそも「選択」とは何なのか 

第1章 「意思決定の森」への誘い 
選択のメカニズムはどうなっているのだろうか 

第2章 選び方にも方法とタイプがある 
選択方法の特徴を知れば上手な選択につながる 

第3章 これが選択の心理学 
選択するときの心理を分析してみると意外な事実が 

第4章 選択こそ決断力が試される試練である 
成功、失敗の分かれ目、その選択の差はどこにあるのか 

第5章 選ばれるための12ヶ条、初公開 
選ぶときの法則を応用すれば選ばれるコツが分かる 

第6章 選ぶ知性、選ばれる法則の結論として 
その本質は「アリの意思決定」。だれもアリを笑えない 
あとがき 
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［物流］ みんなの知らないロジスティクス（仮） 

978-4-561-71203-9 C3063 四六判縦組 200p 1600円＋税（予価） 

苦瀬博仁（流通科学大学教授）・岡村真里（ライター）著 

９月末 
配本予定 

６月号でご案内 

既紹介の期待の新刊、ご注文済みか、ご確認を！ 

［自動車産業/
製品開発］ 

ドキュメント トヨタの製品開発 

978-4-561-52089-4 C3034 四六判縦組 280p 1852円＋税 

安達瑛二（豊田工業大学名誉教授）著 

８月末 
配本 

７月号でご案内 

［各国経営］ 俊敏・積極果敢なタイガー経営 グローバル韓国企業の強さ 

978-4-561-25640-3 C3034 四六判縦組 264p 1852円＋税 

マルティン・ヘンマート（高麗大学ビジネススクール）著 
林廣茂（同志社大学大学院アカデミック・アドバイザー）・ 
長谷川治清（元同志社大学教授）監訳 

８月末 
配本 

７月号でご案内 

競走馬の国際輸送や年賀状配送などの舞台裏を描きな
がら、その驚くべき仕組をわかりやすく解説、雑学書
のように読めます！ 

次世代のものづくりの現場に語り継ぐ！！ 
トヨタの一時代を築いた「マークⅡ」の開発物語をと
おしてトヨタものづくりの原点を学ぶ。すべてのもの
づくりの現場に贈る製品開発の極意。 

韓国企業の世界市場における強さの秘密をドイツ人経
営学者が体系的に剔出！ 

［内部監査］ 中堅・中小組織の内部監査（仮） 

978-4-561-45177-8 C3034 A5判横組 320p 3300円＋税（予価） 

近江正幸（日本工業大学大学院技術経営研究科教授）・ 
中里拓哉（公認会計士）著・ 

９月末 
配本予定 

７月号でご案内 

内部監査は大企業だけのものではありません！ 
事例も盛り込み、中小規模の組織でも機能する仕組み
とプロセスを解説！ 

［ビジネススキル］ 交渉のメソッド 

978-4-561-23628-3 C3034 四六判縦組 312p 2750円＋税 

アラン・ランプルゥ（米ブランダイス大学教授）・ 
オウレリアン・コルソン（仏エセック経営大学院准教授）著・ 
奥村哲史（名古屋市立大学教授）訳 

５月配本済 

実践を意識してまとめられた交渉術の教科書。英語圏
以外でも翻訳出版された名著！ 

トヨタ主査制度の戦略，
開発，制覇の記録 
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ご案内済みアイテムの配本予定（８・15時点） 

【ツイッター、運用中！】 

２月末より、ツイッターを運用しています。 
https://twitter.com/hakutoshobo 
配本情報や、パブリシティ・広告情報など、書店様にお役に立つ
情報を中心に発信しています。 
よろしければ、フォローをお願います。 
なお、弊社ではフェイスブックページも運用しています。 
https://www.facebook.com/HakutouShobo 
こちらはどちらかと言うと、ツイッターよりも読者を意識した情報発信
をしており、経営学について特にご関心のある書店様にはお役に
立つと思います。よろしければ、こちらにもいいね！をお願いします。 

７～８月の主な重版出来 

【書店様へ】新版刊行！ 旧版在庫ご確認ください 
財務会計第４版 

平野秀輔著 
Ａ５判、3300円＋税 
978-4-561-35206-8 
C3034 2014年刊 

会計学・簿記入門 
第12版 

新田忠誓他著 
Ａ５判、2800円＋税 
978-4-561-35205-1 
C3034 2014年刊 

中国とベトナムのイノベー
ションシステム 第２版 

税所哲郎著 
Ａ５判、3300円＋税 
978-4-561-25637-3 
C3034 2014年刊 

【次号以降の配本・刊行見込み】 

みんなの知らないロジスティクス（仮）  978-4-561-71203-9 1600円＋税（予価） 

経営学への招待 新装版  978-4-561-15182-1 2600円＋税（予価） 

情報通信の規制と競争政策  978-4-561-96131-4 6000円＋税（予価） 

意味解釈のマーケティング（仮）  978-4-561-66209-9 4200円＋税（予価） 

非上場株式に関する相続税・贈与税の問題点（仮）  978-4-561-46175-3 3000円＋税（予価） 

【次号までに配本・刊行見込み】 

共感ブランド  978-4-561-66210-5 2500円＋税 
タイガー経営  978-4-561-25640-3 1852円＋税 
日本人とＣＳＲ  978-4-561-26513-9 4500円＋税 
トヨタの製品開発  978-4-561-52089-4 1852円＋税 

交渉の認知心理学  978-4-561-23275-9 2900円＋税 
プロセス・コンサルテーション  978-4-561-13140-3 4000円＋税 

今月の新聞サンヤツ広告は8/28（木）を予定！ 

『タイガー経営』（978-4-561-25640-3 1852円＋税）、 
『共感ブランド』（978-4-561-66210-5 2500円＋税）などの出稿を予定しています。 
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② ロジスティクス概論 
基礎から学ぶシステムと経営 

苦瀬博仁編著 
Ａ５判、230p、2600円＋税 
978-4-561-75200-4 
C3063 2014年刊 
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⑥ 中国物流産業論 
李 瑞雪著 
Ａ５判 218p、2800円＋税 
978-4-561-65208-3 
C3063 2014年刊 

別添注文書でご注文ください！ 

④ 宅急便を創った男 
小倉昌男さんのマー
ケティング力 
中田信哉著 
四六判 240p 1714円＋税 
978-4-561-61205-6 
C3063 2013年刊 
【第6回住田物流奨励賞受賞】 

 ロジスティクスは元々軍事で使われていた用語で、物資
の共有や輸送手段の確保などを指していましたが、ビジネ
スでも使われるようになりました。ビジネスでは、輸送・
保管・包装などの狭い意味の物流機能だけでなく、受発注
や決済・信用情報などの商取引機能も扱います。 
 少し前、３PLという言葉が流行しました。これは日本で
は、「荷主に対して物流改革を提案し、包括して物流業務
を受託する業務」を意味し、まさにロジスティクスはこの
ように統合的にモノを動かすことを捉える概念です。 
 なお、弊社では３PLについて、①『３PLビジネスとロジ
スティクス戦略』という本を出しています。 
 
 まず、ロジスティクスの基本的な考え方が分かる入門的
な本を３冊ご紹介します。 
 ②『ロジスティクス概論』は、大学の入門用教科書とし
て作られましたが、新たに物流担当になったような方にも
おすすめです。ロジスティクスを、コンビニや宅急便など
の身近な現場から説き起こし、システムの視点・経営の視
点に分け、基本的な事項をやさしくまとめています。刊行
早々、重版がかかりました。  
 
 ③『みんなの知らないロジスティクス』（仮）は、ジン
ベエザメの引っ越しから新聞へのチラシの折り込みまで、
国内各地のロジスティクスの現場を訪ね、そのさまざまな
側面を興味深くレポートしており、雑学本としても面白く
読めます。コラムでは学としてのロジスティクスの考え方
をやさしくひも解いています。 
 
 ④『宅急便を創った男 小倉昌男さんのマーケティング
力』は、宅急便を発案し、世界に誇れるイノベーションの
一つと言われるまでの成功に導いた小倉昌男氏のマーケ
ティングセンス、また宅急便のビジネスロジックを、小倉
氏にマーケティングを教えた著者が、小倉氏をめぐる人間
臭いエピソードも交えながら語っています。 
 この本から分かるように、ロジスティクスを設計する上
で、マーケティング的な思考が欠かせません。 
  
 ここからは個別の事情を踏まえたロジスティクスのトレ
ンドについての本となります。 
 ⑤『ネット通販と当日配送』では、物流ジャーナリスト
である著者が、ネット通販が小売に占めるシェアが今後ま
すます高まるのに合わせ、B to Cの物流が当日配送などに
対応して変わっていくだけでなく、B to Bの物流にも大き
な変化が起きると語っています。 
 
 ⑥『中国物流産業論』は、中国物流産業の最新の動向を
まとめています。中国は政治の問題や賃金の上昇で工場と
しての魅力は以前ほどではなくなりましたが、今後のさら
なる経済発展に伴い、市場としての魅力はますます高まる
ものと思われます。 
 高度化した中国物流産業を概観した上で、トラック，水
上，鉄道と輸送手段別に考察を展開し、また、優れた物流
企業を紹介しています。 

⑤ ネット通販と当日
配送 
BtoC-ECが日本の物流を変える 

森田富士夫著 
Ａ５判、144p 1905円＋税 
978-4-561-74202-9 
C3063 2014年刊 

③ みんなの知らないロ
ジスティクス（仮） 
苦瀬博仁・岡村真里著 
四六判 200p、1600円＋税
（予価） 
978-4-561-71203-9 
C3063 2014年９月刊行予
定 

準
備
中 

① ３ＰＬビジネスとロジ
スティクス戦略 
齋藤実編著 
Ａ５判 292p、3200円＋税 
978-4-561-76157-0 
C3063 2005年刊 


